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ねぶたの家 ワ・ラッセ　青森市安方 1-1-1　☎017-752-1311　http://www.nebuta.jp/warasse/

青森市観光キャラクターねぶたん

９月イベント情報

守ってね !!
ソーシャルディスタンス

第１０回全国小 ・ 中学生ねぶた下絵コンクール作品募集しています！
　全国の小・中学生の皆さまを対象にオリジナルねぶた下絵を大募集！これまでのねぶた祭になかったような
　オリジナリティーあふれる作品をお待ちしています。
　入賞作品はワ・ラッセに展示されるほか、　最優秀賞を受賞した作品　（小学生・中学生各部門１点ずつ）は、
　現役ねぶた師の監修のもとで中型ねぶたとミニねぶたに仕上げます。完成した中型ねぶたとミニねぶたは、
　ワ・ラッセに１年間展示いたします。
　　●内容／四つ切サイズ（38cm×54cm）。題材・画材は自由。彩色をほどこした作品に限る。１人１作品とする。
　　●締切／１１月１５日（日）必着
　　※詳しくは、ワ・ラッセのホームページに募集要項、応募用紙がございますので、そちらをご覧ください。

毎日開催♪ ねぶた囃子生演奏！！
　現在、規模を縮小した形で、ワ・ラッセスタッフによるねぶた囃子演奏を行っております。
　演奏のみで体験は行っておりませんので、ご了承ください。
　　●時間／①１１：１０～　②１３：１０～　③１５：１０～
　　●会場／ワ・ラッセ　ねぶたホール（有料ゾーン）
　　※混雑が予想される場合は中止とさせていただくこともございます。

第９回最優秀賞作品【小学生部門】

「ともに前へ」横山加奈さん（受賞当時 小学６年生）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、囃子団体による囃子ショー・囃子体験、紙貼り
体験、ワラッセ工房は休止しております。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。【イベント休止中】

ねぶた師支援クラウドファンディング　募集終了御礼

６月２４日から支援を募集していた “特別ねぶた” 制作プロジェクトも、 ８月７日で募集期間が終了いたしま

した。 クラウドファンディング CAMPFIRE のサイトだけではなく、 当協会へ直接ご協賛 ・ ご寄付もいただき、

合計すると３,５００万円余りの金額となりました。 ねぶた師１４名全員で１台のねぶたを

作り上げることを目標にしていましたが、 皆さまからのご支援により、 “特別ねぶた”

の制作 ・展示だけでなく、 次回開催する青森ねぶた祭の本番で運行することも

決定いたしました。

未だかつて挑戦したことがないこの特別企画に、 たくさんのあたたかいご支援を

いただき、 誠にありがとうございました。

「薬師如来」 「玄奘三蔵」 そして 「十二神将」 が１台のねぶたとなる “特別ねぶた”

は、 １２月下旬に完成する予定です。 ワ ・ ラッセでのお披露目をご期待ください。

夢のねぶたを
作ります !!

第９回最優秀賞作品【中学生部門】

「マタギ『熊を討つ』」小林大悟さん（受賞当時 中学３年生）



■令和 2年 8月 20 日現在の情報です。都合により変更となる場合もございますので、ご了承ください。
■ひとつでも多くのコンベンションを支援していきたいと思いますので、情報がございましたらお早めにご連絡くださいますようお願いいたします。

コンベンション・イベント情報

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催中止・延期となる場合もございますので、予めご了承ください。

『青森市民ナヌカ日ねぶた』 無事終了しました！『青森市民ナヌカ日ねぶた』 無事終了しました！
８月７日は従来であれば青森ねぶた祭の最終日 「ナヌカ日」 です。

新型コロナウイルス感染症の影響により今年の青森ねぶた祭は中止と

なりましたが、 市民の皆さまに青森ねぶた祭の雰囲気を少しでも味わってい

ただき、 ねぶたの無い異例の夏を乗り越えて来年の祭り開催に向けた想い

を繋いでいくことを目的に、 ねぶた展示イベント 「青森市民ナヌカ日ねぶた」

を開催いたしました。

ねぶたの家ワ ・ ラッセに展示してある大型

ねぶた３台を青い海公園で披露し、 ねぶた

囃子を演奏するというこのイベントは、

第１部 ・第２部それぞれ２,０００名、 合計

４,０００名の青森市民の皆さまにお楽しみい

ただきました。

会場内は密集を避けるため、 大型ねぶた

展示エリアと囃子演奏エリアをそれぞれ３ヶ

所、 露店エリアも２ヶ所に分けて設置いた

しました。 来場者はねぶた囃子の演奏を聴きながら、 ねぶたとの記念撮影

や露店巡りなど会場内を散策し、 囃子方は他団体との混成チームで普段に

も増して楽しそうな様子で力強い演奏を披露していました。

第二部の最後にはサプライズ花火も打ち上がり、 いつもの夏のねぶた祭の

気分をささやかながらでも感じていただけたのではと思います。

開催日 イベント名 会場 主催・問い合わせ

7/18～11/8
特別史跡指定20周年記念企画展「三内丸山と大湯－縄文の大
集落からストーンサークルへ－」

三内丸山遺跡センター企画展示室 三内丸山遺跡センター

8/1～9/27 企画展「ふるさとの植物写真展～春・夏・秋～」 青森市森林博物館 青森市森林博物館

9/1 令和2年度 青森県戦没者追悼式 リンクステーションホール青森 県健康福祉政策課

9/3～24
*13日は休館

階段ギャラリー　「アコールフェスタ写真展」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

9/4～6 一東書道会青森支局展 協同組合タッケン美術展示館 一東書道会

9/4～10/18 企画展「鎌田清衛写真展『青森の風土と人』」 青森県立郷土館　特別展示室 青森県立郷土館

9/11 AOMORI SIX（青森市内4大学・2短期大学）合同進学説明会2020 青森市男女共同参画プラザ AV多機能ホール 青森市産官学連携プラットフォーム

9/11～13 第14回デジタルフォト青森写真展 協同組合タッケン美術展示館 デジタルフォト青森

9/13
第13回青森県民スポーツ・レクリエーション祭 兼 第27回青森県レク
リエーションダンス大会

青森市男女共同参画プラザ AV多
機能ホール

青森県・青森県教育委員会・青森県ス
ポーツ協会・青森県レクリエーション協会・
青森県スポーツ推進委員協議会

9/16 令和2年度 献血感謝の集い 青森市男女共同参画プラザ AV多機能ホール 青森県・日本赤十字社青森県支部

9/18～20 第19回青森の子どもたちに　核燃・原発はイルカ展 協同組合タッケン美術展示館 「核燃はイルカ」展実行委員会

9/18～20 素人デジカメ写真展 協同組合タッケン美術展示館 素人デジカメ写真の会

10/1～30
*11日は休館

階段ギャラリー　水彩画展「四季のいろどり」 働く女性の家アコール 働く女性の家アコール

10/1～28 国連が定めた国際ガールズ・デー（10月11日）を記念した特別展示
青森市男女共同参画プラザ カダー
ル・働く女性の家アコール

青森市男女共同参画プラザ カダー
ル・働く女性の家アコール

10/1～30 ピンクリボンキャンペーン
青森市男女共同参画プラザ カダー
ル　インナーパーク

青森市男女共同参画プラザ カダール

10/3～4 米寿の記念展 協同組合タッケン美術展示館 白戸邦子

10/10
青森市男女共同参画推進月間オープニングイベント　セレモニー・
表彰式・記念講演会「自分が決めるしあわせのカタチ～『ない』生活
は豊かだった！～」

青森市男女共同参画プラザ AV多
機能ホール

青森市男女共同参画プラザ　カダール

10/12 第30回 日本クラシック音楽コンクール リンクモア平安閣市民ホール （一社）日本クラシック音楽協会

10/18 第40回青森幼児鼓笛フェスティバル リンクステーション青森 青森幼児鼓笛連盟

10/21 カダール映画の日2020 「おじいさんと草原の小学校」無料上映会
青森市男女共同参画プラザＡＶ多
機能ホール

青森市男女共同参画プラザ　カダール

10/30 じゃらんじゃらん「ストレッチCafé」～ハーブティーをいただきながら～ 青森市男女共同参画プラザ　カダール 青森市男女共同参画プラザ　カダール

10/30～11/1 第42回創元会　青森支部展 協同組合タッケン美術展示館 創元会青森支部

10/31～11/1 第50回世界児童画展　青森県展 協同組合タッケン美術展示館 公益財団法人 美育文化協会
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